【芸術・スポーツ・ことば】
美術館へ行こう （ジュニア新書）
草薙 奈津子著
岩波書店 706 ク
手作り絵本の楽しさ （奈良教育大学ブックレット）
梶田 幸恵著
東山書房 726 カ
福島EUKUSHIMA土と生きる ー大石芳野写真集ー
大石 芳野著
藤原書店 748 オ
声優になるための練習問題１００
高橋 トモコ編
雷鳥社 771 セ
「弱くても勝てます」 開成高校野球部のセオリー
高橋 秀美著
新潮社 783 タ
声優に興味あ
学校では教えてくれない！国語辞典の遊び方
サンキュータツオ著
角川書店 813 サ
る人、必読！
日本語の〈書き〉方 （ジュニア新書）
森山 卓郎著
岩波書店 816 モ
本当に「英語を話したい」キミへ
川島 永嗣著
世界文化社 830 カ
【文学】
物語もっと深読み教室 （ジュニア新書）
宮川 健郎著
岩波書店 910 ミ
正義のセ Ⅰ
阿川 佐和子著
角川書店 913.6 ア
ﾍﾞﾝ・ﾄｰ10 恋する乙女が作るﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾃﾞｰｽﾍﾟｼｬﾙ弁当（ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｯｼｭ文庫）
アサウラ著
集英社 913.6 ア
まよチキ！1－8 （ＭＦ文庫Ｊ）
あさの ハジメ著
ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ 913.6 ア
ココロコネクト アスランダム 下（ファミ通文庫）
庵田 定夏著
ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ 913.6 ア
ガソリン生活
伊坂 幸太郎著
朝日新聞出版 913.6 イ
語り手は緑のﾃﾞﾐｵ。ﾁｬｰﾐﾝｸﾞなﾐｽﾃﾘｰ。
小説千本桜
一斗まる著
黒うさＰ原作
ｱｽｷｰ･ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ 913.6 イ
バカとテストと召喚獣 11 （ファミ通文庫）
井上 堅二著
ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ 913.6 イ
秘密警察 FILE：01ーEscape石沢 克宜著 ぶりる原作
PHP研究所 913.6 イ
小説 仮面ライダーシリーズ （講談社キャラクター文庫）
岡村 直宏ほか著
講談社 913.6 オ
フルメタル・パニック・アナザー 1-5 （ファンタジア文庫）
賀東 招二著
富士見書房 913.6 ガ
怪盗探偵山猫 （角川文庫）
神永 学著
角川書店 913.6 カ
怪盗探偵山猫 虚像のウロボロス・鼠たちの宴
神永 学著
角川書店 913.6 カ
藁の楯 （講談社文庫）
木内 一裕著
講談社 913.6 キ
青鬼
黒田 研二著 noprops原作
PHP研究所 913.6 ク
大好きがやってくる 泣いちゃいそうだよ（青い鳥文庫）
小林 深雪著
講談社 913.6 コ
変態王子と笑わない猫。1－6 （ＭＦ文庫Ｊ）
さがら 総著
ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ 913.6 サ
女信長 （新潮文庫）
佐藤 賢一著
新潮社 913.6 サ
薔薇のマリア 18 光の中できみが笑う今は遠くて（角川文庫）
十文字 青著
角川書店 913.6 ジ
芸人交換日記 イエローハーツの物語 （太田出版文庫）
鈴木 おさむ著
太田出版 913.6 ス
リンちゃんなう！ ＳＳｓ ショートストーリーズ
ＳＥＺＵ著
一迅社 913.6 セ
この中に１人、妹がいる！1－5.5 （ＭＦ文庫Ｊ）
田口 一著
ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ 913.6 タ
機忍兵零牙 （ハヤカワ文庫）
月村 了衛著
早川書房 913.6 ツ
機龍警察自爆条項 上・下 （ハヤカワ文庫）
月村 了衛著
早川書房 913.6 ツ
ログ・ホライズン 6 夜明けの迷い子
橙乃 ままれ著
ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ 913.6 ト
こちら、幸福安全委員会です。
鳥居 羊著 うたたＰ原作
PHP研究所 913.6 ト
４５度
長野 まゆみ著
講談社 913.6 ナ
ＦＩＮＡＬ ＦＩＣＴＩＯＮ 前奏曲
猫ロ眠＠囚人Ｐ著
PHP研究所 913.6 ネ
大富豪同心 八巻卯之吉放蕩記 （双葉文庫） 「ﾛｸﾞ・ﾎﾗｲｽﾞﾝ」
幡 大介著
双葉社 913.6 バ
新章開幕。アキバ
つくもがみ、遊ぼうよ
畠中 恵著
角川書店 913.6 ハ
夢幻花
東野 圭吾著
PHP研究所 913.6 ヒ
の街中で奇妙な殺
夢を売る男
百田 尚樹著
太田出版 913.6 ヒ
影法師 （講談社文庫）
百田 尚樹著
講談社 913.6 ヒ
色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年
村上 春樹著
文芸春秋 913.6 ム
明日死ぬかもしれない自分、そしてあなたたち
山田 詠美著
幻冬舎 913.6 ヤ
薄桜鬼雪華録 （ビーズログ文庫）
矢島 さら著
ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ 913.6 ヤ
少年陰陽師 こぼれる滴とうずくまれ （角川ビーンズ文庫）
結城 光流著
角川書店 913.6 ユ
さきちゃんたちの夜
よしもと ばなな著
新潮社 913.6 ヨ
はたらく魔王さま！ 8 （電撃文庫）
和ヶ原 聡司著
ｱｽｷｰ･ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ 913.6 ワ
憤死
綿矢 りさ著
河出書房新社 913.6 ワ
二流小説家 （ハヤカワ文庫）
ゴードン,デイヴィッド著
早川書房 933 ゴ
【コミック】
ＭＡＪＯＲ 1- 78
満田／拓也∥著
小学館 726 ミ
新テニスの王子様 10
許斐／剛∥著
集英社 726 コ
ちはやふる 20
末次／由紀∥著
講談社 726 ス
こちら葛飾区亀有公園前派出所 第185巻
秋本／治∥著
集英社 726 ア
坂本ですが？ 1
佐野／菜見∥著
ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ 726 サ
名探偵コナン VOLUME79
青山／剛昌∥著
小学館 726 ア
『まんがで読破』ｼﾘｰｽﾞ
銀の匙 7
荒川／弘∥著
小学館 726 ア
約120冊入りました！
荒川アンダーザブリッジ 13
中村／光∥著 スクウェア・エニックス 726 ナ
難しい哲学書や長編小説
風の谷のナウシカ 1-7
宮崎／駿∥〔著〕
徳間書店 726 ミ
の内容を、まんがでらく
まんがで読破シリーズ
イースト・プレス 726 マ
猫なんかよんでもこない。2
杉作∥著
実業之日本社 726 ス

